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◎  日程第５ 一般質問 

 

○議長（山須田清一君）：日程第５、一般質問を行

います。 

 通告の順に従い発言を許します。 

 ５番、須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：通告書のとおり質問

いたします。 

 特定健診についてでありますが、健診内容そして

対象者・検査項目・料金・手続き等住民周知につい

てお伺いいたします。 

 平成２０年４月から実施されました特定健診です

が、その仕組みや制度等住民に村民に十分理解され

ないところもあると感じております。私自身も少し

勉強しましたが複雑で解りにくいところがあります。

対象者・検査項目・料金・手続き方法や独自の取組

みもあると聞いております。がん検診との関係等解

りやすい表等はありませんか。 

また、村民や高齢者等にどのように周知している

かをお伺いします。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：特定健診の関係につ

きまして答弁をさせていただきたいと思います。 

まず１番目の関係ですけれども、ご質問がござい

ました特定健診についてでありますが、目的といた

しましては「糖尿病等の生活習慣病の予備軍に対し

て、対象者自身が健診結果を理解し身体の変化に基

づき、自らの生活習慣を振り返り、生活習慣を改善

するための行動目標を設定するとともに、自らが実

践出来るよう支援し、そのことにより自分の健康に

関する自己管理を出来るように対象を行動変容する

」こととしております。 

それでお尋ねの対象者でありますが、これは「４

０歳から７４歳までの国民健康保険加入者」であり

ます。対象人数といたしましては、平成２０年度で

５９５人となっております。 

本題でございますが、次に検査項目ですが「身体

計測・血圧・血中脂質検査・肝機能検査・血糖検査

・尿検査・貧血・心電図及び眼底検査」となってい

るところでございます。 

次に料金ですが、委託契約をしております国保病

院と北海道対がん協会がありますので分けて答弁さ

せていただきます。 

まず村国保病院ですが、４０歳から６４歳までは

「１１，３００円」と６５歳から７４歳までは「８，

４３０円」となっているところでございます。 

北海道対がん協会では、４０歳から６４歳までは

「６，７３０円」と６５歳から７４歳までは「４，

９８０円」となっているところでございます。 

次に手続きの方法ですが、村国保病院におきまし

ては通年健診の受付をしております。北海道対がん

協会では年２回・３日間、保健福祉総合センターで

実施しておりますので、その都度、住民の方が申し

込みをするようになっているところでございます。 

また、村独自の取組みといたしましては、国保加

入者が対象となっておりますことから、個人負担金

につきましては国保会計から支出をしておりますの

で受診者につきましては無料となっているところで

ございます。 

次に村民に対する周知でございますが、この特定

健診事業につきましては、平成２０年度から実施と

なり、昨年の３月に各地区集会所等におきまして説

明会実施、村広報への掲載等、健康教育・健康相談

時における随時説明等実施しておりますが、今後も

ことあるごとに普及啓発に努めてまいりたいという

ふうに思います。 

また、他の病院で受けている方も多いようでござ

います。本人の同意書がまた必要で受診表を渡す時

同意の話しもいたしますが個人情報の関係もあり非

常に解りにくい等カウントされていないという部分

もございます。これがカウントされなければ一定の

国の基準数値に満たないことになりますので出来る

だけやはり対象者に対しましては同意の話しを理解

をしていただきカウントされるような形をとってま

いりたいとこのように考えている次第でございます

のでよろしくお願い申し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：解らないことが少し

解ったかなという感情はしますが、それで平成２０
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年度の村民または国保加入者の実績と管内の状況に

ついてということでお伺いいたします。 

 平成２０年度の村民または国保加入者の受診者数

や受診率についてお伺いいたします。 

 ５月２２日付けの日刊宗谷では稚内市の国保加入

者の受診率が１８．７％と報道されておりました。 

 宗谷管内の状況も併せて伺いいたします。 
○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

平成２０年度村民または国保加入者の実績と管内

の状況についてでございます。 

この特定健診につきましては、それぞれの保険者

で実施することになっておりますので、村として国

民健康保険の保険者として被保険者の受診者数のみ

を把握しておりますのでご理解いただきたいと思い

ます。 

 まず平成２０年度の受診者数は、特定健康診査で

１４０名、村の受診率で２３．５％となっておりま

す。宗谷管内の状況でございますが、稚内市が１８．

７％、浜頓別１７％、中頓別２９．９％、枝幸１９．

３％、豊富２９．４％、礼文町が１８％、利尻富士

町が３３．２％、利尻町が９．８％とこのような割

合になっているところでございます。 

 よろしくお願いを申し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：今年度以降の目標数

値についてお伺いいたします。 

 国の示した目標数値は平成２４年度に健診受診率

６５％と聞いていますが、村または国保の具体的な

年度別の目標数値や今後の取組む姿勢についてお伺

いいたします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今年度以降の目標数

値についてということでございます。 

とりあえず特定健診の受診率につきましては国で

示しているのは一応特定健診の受診率については平

成２４年度で６５％という形になっているところで

ございますが、村といたしましては一応２１年度と

りあえず３５％と、２２年４５％、２３年５５％、

２４年６５％というふうな目標値を立てて鋭意努力

してまいりたいというふうに思っているところでご

ざいます。国が示す参酌目標値でございますけれど

も、３つの内容となっており、村として平成２４年

度末までの目標数値としております。 

今回、須藤議員さんからの質問内容についても特

定健診に絞っての質問であることから、複雑になっ

ても困りますのでこの点についてのみお答えをいた

したいというふうに思っているところでございます。 
関連の質問がありましたらまた答弁をさせていた

だきたいと思います。 
受診率が達成されなければやはりペナルティーが

科せられるというような形になりますので、これは

国保会計から介護保険等の会計への負担増というふ

うになってくるということになりますから、目標値

に向けて頑張らなければならない特定健診であろう

というふうに思っている次第でございます。 
以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：もう一度国の特定健

診の受診率についてお知らせ再度申し上げたいと存

じます。 
 ２４年度で６５％、これが一応国の目標数値とい

うふうになっているところでございます。 

 村といたしましては一応２４年度最終的には６５

％程度までの目標数値を掲げていきたいというふう

に考えているところでございますが、出来る限り村

民の皆様の理解を得ながら十分な一応理解を得てこ

の数値目標を上げていきたいというふうに考えてい

る次第でございます。ちょっと数字を間違えまして

大変失礼をいたしました。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君）：終わります。 

○議長（山須田清一君）：ここで休憩をしたいと思

います。 

 １０時４５分まで。 

 

休憩 午前１０時２３分 

再開 午前１０時４０分 
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○議長（山須田清一君）：休憩前に引続き会議を開

きます。 

一般質問を続行いたします。 

 小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：質問通告書に基づ

き２項目、６点程について質問をさせていただきた

いと思います。 

 まず初めに、高齢者福祉行政とやすらぎ苑につい

てということで、やすらぎ苑、私の認識していると

ころでは毎年３月末での決算時期だと認識しており

ます。２１年３月末での決算内容について状況と決

算内容の確認と報告をお願いしたいと思います。 
○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：ご答弁申し上げたい

と存じます。 
やすらぎ苑の決算の状況についてでございます。 
ただいまご質問のありましたさるふつ福祉会のや

すらぎ苑につきましての平成２０年度の決算につき

まして答弁をさせていただきます。 
 まず収入合計ですが、２億７，９６４万２，５０

３円となっておりますが、この収入の中には村から

の補助金として３，９６７万６，２１９円が入って

おります。支出合計では２億７，０６４万２，５０

３円で、差し引き合計で９００万円の黒字となって

おりますが、この９００万円につきましては、村に

戻入しないでやすらぎ苑の運営資金としてやすらぎ

苑の会計に残しているところでございます。 
以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：申し訳ありません

が１点、昨年度から施設長として村の職員が出向し

ていると覚えております。その方の給料については

村が負担しているのか、やすらぎ苑の決算の中身か

ら支出されているのかご答弁をお願いしたいと思い

ます。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：お答えを申し上げ

ます。 
平成２０年の当時の条例の関係で猿払村職員の公

益法人等への職員派遣等に関する条例を制定させて

いただきました。その関係上、村から給与について

は支給されているというふうな状況でございます。 
○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：理解いたしました。 

 冒頭、村長からの報告で村から３，９６７万円の

補助、その結果前年度においては９００万円の黒字

とはなっておりますが、施設長の職員給与としては

村からの持ち出しということでの確認、理解いたし

ました。それでやすらぎ苑、非常に猿払村の高齢者

福祉行政においては施設としても重要ですし、これ

からの猿払村の高齢者福祉においても重要な位置を

占める施設だと、ハードな部分であると私は考えま

す。 

そこで２番目の質問ですが、常に待機者がいるよ

うに聞き及んでおります。今現在も３０人程度の待

機者が居るという形で私は認識しているのですが、

やすらぎ苑の増床計画の考えはあるでしょうか。村

長よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 やすらぎ苑の増床計画の考え方でございますが、

やすらぎ苑の増床計画の考え方は以前から私持って

おりました。就任当初から財政的に厳しいものがあ

りましたが、緊急高齢化対策として宗谷支庁の社会

福祉課に出向きお願いをした経過がございます。当

時は管内に割り当てられた枠がありますので増床は

出来ないということでありました。しかし再度、宗

谷支庁の今担当者も代わっておりますのでお聞きい

たしました。その後、環境の変化等も随分と変わっ

てきているようでございますので増床は可能である

というふうな返事をいただきました。しかし、問題

となるのはやはり介護保険料の負担増がこれについ

てまわりますよということがやはり一番のネックで

あるというふうに思っているところでございます。

増床することに給付費が増えることということにな

りますと、やはり待機者または入所者の方達のお考

えもやはり聞かなければ当然なりませんし、単純に

増床して良いのかということにもまたならないとい

うふうにも考えているところでございます。建てる

意思は持っておりますけれども、その方達の考え方
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というものも十分に判断をしながら合わせて進めて

いかなければならない問題であろうというふうに考

えているところでございます。現在入所者の負担増

の判断、待機入所者の負担増等、実態として検証も

必要と考えているところでございます。これらにつ

きましては、今議員さんが村での待機者は３０名と

いうふうにおっしゃいましたけれども、今現在待機

者については２０名というふうに私の方として捉え

ているところでございます。一応、建てると、建て

たいという意思については変わりはない、変わりは

ありません。しかし、どういう建て方をしたらやは

りその入所者が一番良いような形になるのかという

ことも最大の要因だというふうに思っておりますの

で、これらについても建てる事前に議会とも十分に

協議をしながら検討していかなければならない問題

であろうとこのように思っている次第でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今の村長の答弁で

すと総体的にはいつかは建てなければならない時期

も来るのではないかと、これからの情勢においてそ

ういうことも考えなければいけないのではないかと

いう答弁はいただいたのですが、私としてはですね、

何年か前にユニット化というか居間を作ったり、要

するに生活が出来る程度のやすらぎ苑の施設体系に

変わっています。それで今村長の答弁では２０名ぐ

らいの待機者と、実際施設の中に行って聞いたり保

健センター等で聞いた時には本当に施設に入らなけ

ればならない介護度の方々というのはその半分以下

であるというようなお話しも聞きました。というこ

とはやすらぎ苑にいざ入りたいとなってもここ何年

も待たなければならない。要するに私が、私の認識

ですあくまでも、ということは保険制度としてのや

すらぎ苑の存在、要するに自分が何かあった時に２

年後に入らなければならない。苑の方でも多分その

個人の介護度だったり体の状態だったりによって選

択をしながら苑には入れているのでしょうが、やっ

ぱりお年寄り・高齢者になって一人住まいをしてい

る方々というのは非常に生活に不安も持っています

し、今・明日・一週間後・一カ月後どうなるか解ら

ないという状況の中、やはりやすらぎ苑に言い方は

良いか悪いか解りませんが、一応申し込んでおくと、

それで３年後に自分の体が具合悪くなった時にすん

なりと苑の方に入りたいという思いがあって私は２

０名、３０名という待機者がいるのではないかと思

っております。そこでやはりやすらぎ苑、非常に重

要な施設ではありますが、これからの村としてです

ね、やはり在宅介護や今も苑の苑外になっている仕

事というのは特別養護老人ホームでの３０床での仕

事、ショートステイでのお年寄りを見る短い期間で

のお年寄りを見る仕事、それとデイサービス、それ

とホームヘルパーによるヘルパーの支援制度という

ふうに私は４つあると思っているのですが、今当初

決算状況聞いた時に老人福祉基金３番目その質問に

移りますが、老人福祉基金の残高が昨年度で０に底

を付きました。この度、３月の議会で７，０００万

円の老人手当の一般会計の予算を付けたと私は認識

しております。今現在での老人福祉基金の残高を確

認したいと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 前段での問題でございますが、これらにつきまし

てはやはり早急に協議が必要だというふうに考えま

す。やはり今社会情勢として老老介護という問題が

大きくクローズアップされていて、かえって介護し

ている人がまいってしまって亡くなってしまうとい

うような状況があるようでございます。日本で３万

人以上の自殺者が出る中で、どの程度の数になるの

かちょっとその数字はつかめておりませんけれども、

そういう形の中でのやはり自殺者も増えているとい

うようなことも聞き及んでおりますので、やはり早

急にそのようなことが必要だというふうにも考えて

いるところでございます。 

 それから現在、老人福祉基金平成２０年の残高に

つきましては７，２１２万３，０００円というふう

になっているところでございます。そのうち２１年

度の予算で３，９００万円のとりくずしを予定して

おります。残る３，３１２万３，０００円の残高と

なります。今後の基金運用計画につきましては、や

すらぎ苑運用基金として目的を果たしてまいります
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が、年間４，０００万円程度の補助金が必要と考え

ているところでございますので、基金積立てについ

ては鋭意努力し積立てをしてまいりたいとこのよう

に考えているところでございます。当然ながらこの

施設については無くてはならない施設であります。

従いまして老人福祉基金が底を付いたと、例えば底

を付いたとしても財政状況の変化によって底が付い

たといたしましても一般会計から何らかの形でその

部分については投入し、やすらぎ苑の運営を安定的

な形に持っていくよう努力してまいりたいというふ

うに考えている次第でございます。 
○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：再確認いたします。 

 平成２０年度で７，２１２万円、２１年度で約３，

９００万円とりくずし昨年度同様、昨年度も３，９

００万円とりくずしておりますので、それで２２年

度ではまた底を付いてしまうという状況に陥ると思

います。今、村長が無くす形にはならないのでとい

う話しがありましたが、再確認のために私もその思

いは一緒です。あそこを赤字という表現が良いのか

ちょっと別としてですね、私は赤字とは思っていな

いのですが、底を付いた時にただ一般財源からその

不足分を支出していくというだけではなく、その上

にもう一つの政策みたいなものがあっても良いので

はないかと、やっぱり猿払村これから日本全国どこ

を見渡しても高齢者の方々が増えていくのには変わ

らないと思います。この今日同僚議員の方に配った

第４期の福祉計画の方にも載っていますが、平成２

６年度では猿払村で高齢者率が２６％超えます。と

いうことは４人に１人以上の方々が高齢者になった

時に、ただ一般財源だけで補填するというのではも

う一つ上のレベルというか、それしかないのかもし

れないのですが、そのようなところをもう一度お聞

きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 今の団塊の世代が当然その年度になっていきます

と高齢者になっていくということについては一番心

配されているところでございまして、その段階にお

いてやすらぎ苑がやり繰り出来ないような状況にな

っては大変困るというようなことからいたしまして

も、やはりこの制度の運用についてはお金の問題だ

けでなくしてまた別な方法、これらも私の気持ちの

中にはないわけではないのですけれども、別な形の

方法でやはり今やすらぎ苑に入られない方で居宅介

護されているような方達も言ってみればバリアフリ

ー的な住宅、そういうものを建てた形の中で十分な

やはり潤いとやすらぎの持てるような幸せな老後を

送ってもらうような考え方で色んな施策を考えなが

ら進めてまいりたいというふうに思っている次第で

ございますのでよろしくお願い申し上げたいと存じ

ます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは高齢者福

祉行政について最後の質問になりますが、今村長と

何点かについてやり取りしてきましたが、今先程の

今回平成２１年度から３年間に渡って第４期の猿払

村高齢者保健福祉計画、猿払村介護保険事業計画、

ちょっと目を通していただいたのですが大変内容の

濃いもの難しいもの色々あるのですが、この内容に

ついて簡単に主旨、これからの猿払村の福祉行政に

ついてということで答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：ご答弁を申し上げた

いと存じます。 

 計画につきましては皆様のお手元にお配りされて

いることと存じます。 

 ただいまご質問ありました介護保険事業計画、高

齢者保健福祉計画につきましては、お手元に配付の

計画のとおりとなっておりまして、第４期計画につ

きましては平成２１年度からと平成２３年度までの

３ヶ年計画となっております。 

まず介護保険事業計画ですが、介護サービスの提

供は本村においては１事業所しかなく、利用者の選

択は限られたものとなっているところでございます。

村内でのサービスが受けられない場合は近隣市町や

管外の市町村の事業所を利用しなければなりません。

今後の高齢者の増加や要介護認定者数の推移によっ

ては多くの課題等が発生すると予想されますことか

ら、課題解決のために医療機関・保健福祉部局・消
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防支署、事業所で構成する地域連絡調整会議を設置

しておりますが、この中での情報交換や評価を定期

的に行い利用者の生活視点に応じた適切な総合的な

介護サービスの提供に努めてまいりたいというふう

に思っているところでございます。 

高齢者福祉計画でございますが、本村においては

平成２０年度末で６５歳以上の高齢者は６３１人で

高齢化率は２２％となっているところでございます。

平成２６年度には２６．１％になると推計されます。

このような状況を踏まえながら健やかに暮らせるふ

るさとづくりを基本理念に高齢者の生活の充実・日

常生活の維持に向けた取組みの充実・在宅生活等の

支援の充実・地域ケア体制の充実及び福祉まちづく

りの推進を重点施策としながら村民に常に健康で元

気に楽しく暮らせるふるさとづくりに努めてまいり

たいというふうに考えているところでございます。

十分な状況判断を見極めた形の中で計画等のまたロ

ーリング等も必要になってくる可能性もあろうかと

いうふうに思いますので、そのような状況の中で鋭

意これからの高齢者等の問題については進めてまい

りたいというふうに考えている次第でございます。 

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今、村長の方から

第４期計画として５つの重点施策があるということ

でここも私も読ませていただきました。今現在、猿

払村の高齢者というか、高齢者福祉行政を支えてい

るのはやすらぎ苑、それに保健センター・役場・行

政もそうですし、あと病院・消防その４つの団体と

言いますか、そのようになっていると思います。そ

れに一つ加えてこの中にも入っているのですが、村

民のボランティア配食サービスや何かも村民の力を

借りているものがあると思います。私の記憶がちょ

っと曖昧なのですが、役場の中にもボランティア休

暇とかというのも前回村長のお話しがあったかと思

います。そのようなものも活躍しながらこの５つの

重点施策をやるためには、その消防だとか、保健セ

ンターとか仕事としてだけの介護とかではなくて、

やっぱり地域全体がお年寄り・高齢者の方々を地域

として見守るのだというそのような地域性も必要で

はないかと私は認識しております。私にもそこまで

やっているかと言われれば本当にやっていないとい

うのが現状なのですが、そういうような地域性を保

つのも私は行政の仕事ではないのかなと、そのよう

に持っていくのも行政の仕事だと考えますのでこれ

からは２番目のその増床計画の考えはありますかと

は聞いたのですが、私の思いとしてはやっぱりその

ことによって入所者は増え、やすらぎ苑の中の決算

状況も良くなるということもあるかもしれませんが、

それにともなってまた高齢者の方々の保険料金が上

がると、非常にサービスが上がって保険料金が上が

るというのはしょうがないことなのかもしれないの

ですが、私はそれよりもハードな面に頼るのではな

く、ソフト面をこの小さな自治体であって小さなコ

ミュニティーを持っている猿払村であれば出来るこ

とはたくさんあると考えますので、私は人間の手間

とマンパワーと言いますか、そのような形の中でこ

れから第４期・第５期と続いていくのでしょうが、

これからの福祉行政を進めていきたいと思いますが、

そのような形で行政の方としてまずやっぱり初めに

早い時期での行政の対応が必要だと考えます。５期

になって直前になってからではなくて、この第４期

の中でもそのような中には載っていませんが施策を

持ってやるというのが私は必要だと考えますが、村

長はどうでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 やはり入所者の費用の負担という問題もさること

ながら、やはり地域で支える介護というものがやは

り最も重要なものだというふうに思っております。

ソフト面でのことがやはり大きく高齢者介護、将来

介護にならないためにもやはり必要とされるものだ

ろうというふうに私は思っております。そういう状

況の中でやはりマンパワーというものはもう絶対に

これは欠かせない問題であろうというふうにも思っ

ている次第でございまして、私当初、今年の３月の

議会で一応執行方針の中で下駄ばき介護という言葉

を載せたつもりでございます。これは要するにマン

パワー、要するに隣り近所が支え合って、やはり下

駄ばきで隣まで行って「どうだ。」という一声掛け、



－7－ 

そういうことがやはり必要であるというような形の

中で私は執行方針の中で言葉をくずした形の中で下

駄ばき介護と、下駄を履いてすぐさっと行ってさっ

と声を掛けて「どうだ。」というような考え方、そ

ういうことがどうだというような意味合いでそのよ

うな言葉を使ってそのマンパワーというものを意識

したところでございますので、今議員さんがおっし

ゃっていることはごもっともなことでございますの

で、そのような方向性を持った形の中での対応とい

うことが必要だというふうに思っている次第でござ

います。 
○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは高齢者の

福祉行政についてと、今の村長の答弁のとおり一つ

具体的な方法一つでも良いですし、何か一つ猿払村

の住民自らが動けるような施策が一つでも多くなる

ようなことを願いながら次の質問に移らさせていた

だきます。 

 次に教育行政、保育所についてということで、村

内保育所の保育士の新規採用計画についてお尋ねし

たいと思います。 

 私の認識では、今正職員として保育士の方々は２

０代の職員は居ないように覚えておるのですが、そ

の辺の今までの過去の経歴とそれとこれからの新規

採用計画についてお答えをお願いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：保育行政の関係につ

いてお話しをさせていただきたいと思います。 

 村内保育所の保育士の新規採用計画についてのお

尋ねでございます。 

 少子化現象は社会的大きな問題で将来を支える大

きな原動力と成すものでございます。新規採用の問

題でございますけれども、平成２３年３月に１名の

退職と２５年３月に１名の退職が予定されていると

ころでございます。これにつきましては、欠員補充

をさせていただきたいと、採用を考えているところ

でございます。 

また、年齢層でございますけれども、やはり年齢

が非常に高くなっていると、これは役場職員の方も

同じでございまして、やはり行財政改革の関係上、

欠員不補充というような考え方の基に行財政改革を

進めてきた関係上、このような歪な人事構成になっ

ている状況にあるわけでございまして、やはり今後

におかれましては新規採用職員の枠というものにつ

きましても、やはり順次その歪な形でなくして公正

な人事体制と、昔はピラミッド型というふうには言

われていたのですけれども、今はピラミッド型の反

対型、反対型が人事構成のあり方というふうに言わ

れている時代でございます。そのようなことから底

辺を厚くしなければならないというふうな考え方に

立たなければならないものだろうというふうに考え

ているところでございますので、そういうことから

いたしましても十分にそのような観点に立った形の

中でこれからそのような問題を十分に肝に銘じ考え

て採用等の問題について考えていかなければならな

いというふうに思っている次第でございますので、

よろしくお願い申し上げたいと存じます。 

一応このままでいくということでは決してござい

ません。ただ、今の年齢構成から言っても年齢の高

い方が多い、多い割にはやはり保育の経験・子育て

支援の経験も非常に高いという部分からしますと非

常にやはり評価すべき問題であるというふうに私思

っているわけでございまして、しかし今のようなピ

ラミッド型の反対型の人事のあり方・構成というも

のが今やはり求められている時代になってきている

というようなことからいたしまして、それらについ

ても考えながら十分な対応を図ってまいりたいとい

うふうに思っている次第でございます。 

よろしくその点ご理解賜りますようお願い申し上

げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：確認いたします。 
 鬼志別保育所、人事採用としては浜鬼保育所も鬼

志別保育所も同じなのかなと思うのですが、保育所

において最新の正規職員の採用年月日っていつです

か。 
○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：お答えを申し上げ

ます。 
 最新のといいますとちょっと記憶１０年ぐらいは
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採用していないのではないのかなというふうに思い

ます。それで年代別の保育所の関係で申し上げます

と、５０代が現在４名、４０代が４名、３０代が４

名です。それで２０代についてはご指摘のとおり０

人ということで、臨時職員の方が今３名ということ

になっておりますので、２０代が居ないということ

は１０年ぐらいは採用されていないのかなというこ

とでございます。 
先程も答弁、村長がしましたけれども計画の中で

新規の正職員という形で保育士を採用していきたい

なというふうに思っております。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今、副村長から答

弁、やっぱり１０年も新規採用で正職員が居ないと

いうのは歪ですよね、村長が言うとおりやはり、年

齢構成としても今お聞かせ願いましたように２０代

で臨職でしか採用出来ない。いくら財政改革プラン

ニングの中とはいえ人件費を抑える中とはいえ、そ

れによって住民サービスが劣るようでは何もならな

いと考えますので、村長どうでしょう。来年は是非、

新規採用・正職員として保育士を採用するのだとい

うふうになるのが私は保育所のあり方としてはベス

トなのではないかなと、保育士という職業柄やっぱ

り私は技術屋さんというか、事務屋さんではない技

術屋さんと考えた時に、やはり保育所で雇えば保育

所で正規職員と迎えればそこで定年を迎えるという

のが筋なのかと思いますが、やはりその中でその採

用された保育士がそのまま保育士で終わるのではな

くて、役場内で横断的な人事だとかローリングをも

ってすれば保育所の保育士の先生方だって適材適所

なたぶん場所というか、採用される所が役場内にも

あると思います。そういうことも含めながら保育士、

やっぱり保育所に預ける母親の方々というのはそれ

なりの年齢層、言ったとおりベテランの保育士さん

も居ても良いでしょうし、やはり新人の保育士さん

も居るのも私はその保育所の中のベストなあり方、

企業だって民間企業もそうですし、ベテランばっか

りが居ても企業は成り立たないと思います。やはり

新人が居て初めて企業というのは成り立つと思いま

すので、役場も含めてそうですがどうも私のこの２

年間議会活動やってどうも人事のあり方、役場本庁

も含めてですが何かあれば回覧板には臨時で載る、

採用計画というものが本当にあるのかなと、役場の

中に猿払村職員としての人事の採用計画案だとかそ

ういうものが本当に存在するのかどうかこの頃ちょ

っと疑問に思っているところがあります。そういう

点も含めて村長、答弁をいただければと思いますが。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 今、小山内議員さんから言われたことは当然のこ

とだというふうに考えているところでございます。

私達も当然そのことについてはもう以前から気付い

ていることでございまして、当然歪な形を何とかし

なければならないと、これらについては十分考えて

いることでありまして、そういう今議員さんがおっ

しゃったような方向性の基に十分検討を進めて採用

枠を門戸を広げるというような考え方に立っていき

たいというふうに考えているところでございますの

で、一つよろしくその点ご理解賜りますようお願い

申し上げたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは保育所を

例に上げてちょっと主旨と違った質問をしてしまっ

て申し訳なかったのですが、出来れば村長の自分自

身が言うとおり歪な構造の職場というか、こういう

のを無くすような努力を今後していっていただきた

いと思います。 

 次、２番目の質問に移りたいと思います。 

 昨年の１２月にもこの場で質問をさせていただき

ました。特別支援連携協議会というのがあってその

活動内容についてということで、昨今やっぱり日本

の中で色々昔には無かったのでしょうが軽度な学習

障がい、軽度な行動障がい、そのような子ども達が

増えています。そこで猿払村として、村として、教

育委員会としてこの質問通告書にはちょっと言葉足

らずなのですが、特別支援教育の専門職員の採用に

ついての計画必要性の考えをお尋ねしますとありま

すが、特別支援教育に携わる専門的教育を受けた専

門職員という方々の採用についての計画必要性の考

えはありますかということでお尋ねしたいと思いま
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す。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それではお答えい

たします。 

 特別支援教育の関係でございますけれども、これ

はご承知のことと思いますけれども、障がいの程度

等に応じて特別の場で指導を行う従来の「特殊教育

」から、普通の通常の学級に在籍する今小山内議員

さんからありました軽度発達障がいの児童生徒も含

めて、障がいのある児童生徒一人ひとりの教育的ニ

ーズに応じて適切な教育支援を行うと、これが今お

話しございました「特別支援教育」でございまして、

これも平成１９年度からこの名称になりまして明確

な位置付けがされたということでまだちょっと新し

い部分もございます。そうしたことの対応というこ

とで教育委員会におきましては、今小山内議員さん

からもお話しございましたとおり、昨年の１２月議

会でご質問の際にもお答えしたのですけれども、平

成１７年度に教育・医療・福祉関係者等、幅広い構

成員で組織する「猿払村特別支援連携協議会」を立

ち上げまして、そこで支援の必要とする児童生徒に

何が出来るのかと、何をなすべきなのかということ

を議論して実践してきたところでございます。 

 ご質問にあります「特別支援教育の専門職員」と

いう関係なのですけれども、制度として位置付けら

れた１９年度より各学校では障がいのある児童生徒

への指導への充実におきまして学校内に「校内委員

会」を設けまして、さらにはこの校内委員会の推進

役といいますか、関係機関との連絡調整、あるいは

保護者に対する窓口ということもございますので、

そういった立場の中で教員の中からその学校の学校

長が指名する「特別支援コーディネーター」と横文

字使って何なのですけれども、コーディネーターを

置いてこのコーディネーターを中心に各学校のこの

特別支援教育を進めているという状況でございます。 

 特に本村におきましては、独自に特別支援教育で

の指導経験豊富な教員を「統括」と位置付けて「統

括コーディネーター」と置きまして、それの「コー

ディネーター連絡会議」とそういったものをやりな

がらこの情報・交流、あるいは実践交流を図ってき

ているということで、その中で今専門性の部分もち

ょっとまとめているという状況にございます。 

 また、ご質問の「教育委員会として専門職員の採

用計画、必要性は具体的にどうなのか」ということ

なのですけれども、ご承知のとおりこれは非常に幅

広く教育だけでは解決出来ない部分もございまして、

乳幼児の時から働くと言いますか、就労の部分まで

色んな部分で色んな機関が関与していくということ

が必要でありまして、そういった意味では本村では

この小学校・中学校義務教育の範囲だけでの係わり

で良いのかということで、教育委員会としては今ご

質問にありました専門職の配置、これは望まれると

いう部分でございますけれども、現状にあっては今

その関係する福祉を含めてそれぞれ持つ情報とか、

技術を持ち寄ってどうしたら一番良いのかという方

向で今模索している状況にございます。そういった

中では今「特別支援連携協議会」中心になって実践

しているので、当面としては専門職員の採用計画を

立てるまでにはいたっていないというところでござ

います。 

 しかし、今後において専門職員の配置という点で

は特別支援教育の充実にともなって、その必要性と

いうのは非常に高まってくるというのは間違いない

ことだと思いますので、そういった中で義務教育等

を抱える教育委員会にそうした専門職を置くのが良

いのか、あるいは義務教育終わった後のこの子ども

達が猿払に帰ることも含めてですね、受入れ体制、

あるいは就労の場の開拓、そういったものも含めて

専門職の配置が良いのか等、専門職をどのように配

置するかと、どういう人材にするのかと、どういう

活用が出来るのかという部分も今模索していかなけ

ればならないと思っていますし、そういった意味で

は今小山内議員さんからの言葉にございました「特

別支援連携協議会」の中でも十分に議論を深めてい

きたいと思いますし、あとの全村的な立場もござい

ますので村長並びに村長部局とも十分な連携協議も

する中でこうした考えにも取組んでいきたいなと思

っていますので、よろしくご理解願いたいと思いま

す。 
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○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今、教育長の答弁

の中で「適切な教育支援を行うのだ」という言葉が

ありました。今村内においてその子、その子に見合

ったとか、似合ったというかそういう適切な教育支

援は行われているのか、非常に厳しい質問かもしれ

ないのですけれども申し訳ないのですが、適切な教

育支援というのは行われているかどうかということ

と、あと学校内に「特別支援コーディネーター」と

いう方々が居る。この方々というのはそういう専門、

特別支援教育を行う上においても専門教育というの

は受けておられるのでしょうか。その２点について

お答えをお願いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：お答えいたします。 

 今、適切な支援が行われているかどうかという部

分から言いますと我々の教育も含めて学校もそうな

のですけれども、関係機関でもって精一杯の努力を

してそれに応えているというところでございますし、

まだまだステップアップもしていかなければならな

いだろうという意味で、決して現状には満足してい

ませんけれども出来る限りのことは連携をしてやっ

ているということを答えさせていただきます。 

 また、学校との具体的なコーディネーターとの関

係なのですけれども、本来でいきますと教員の免許

の中で、例えば小学校の免許、中学校・高校といけ

ば科目の免許がいるのですけれども、その他に今、

昔養護学校の免許と言ったのですけれども、今は特

別支援学校教諭の免許ということなのですけれども、

それを持っているということは非常に望まれている

のですけれども、村内的には全員が持っているとい

うことではないのですけれども、今流れ的には特別

支援教育が見直されている中で、特別支援学校教諭

の免許を保有者を多くするというふうに言われてい

ますので、ただ今の具体的なコーディネーターの中

にはそういった資格を持った方も居ますし、その資

格を基にどういう教育をしていけば良いかなという

ことも連携もしていますので、そういった意味では

今万全とは言わないのですけれども、現状の中では

フルに学校教育の中でも連携、それと子どもに対し

てどうあるべきかというのもチームとしてやってい

るのでそういうことでは十分に期待に応えているの

かなと思います。 

 まだいずれにしましても「これで良いのだ」とい

うことでございませんので、子どものニーズに応じ

たですね、支援をこれからもしていくように指導も

してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：１２月のこの場で

も申し上げたかと思うのですが、保育所や学校や義

務教育の中で私は１００％望んでいるわけではない、

私も思っておりますが、最終的にはやっぱり社会に

参加出来るということがその子にとって一番の成果

になるのではないかなと思います。そんな意味も含

めて前回もこの場で話させていただいたのですが、

地域として猿払村としてそういう子ども達をバック

アップして地域全体がその子達を見守っていく社会

参加させるということが必要ではないかと思います。

ちょっと飛躍するかもしれませんが、確か土曜日の

朝か日曜日の朝見たか方もおられるかと思いますが、

近畿地方で養護学校の生徒が１００％の就職率をし

ている学校があると、その中で各企業も努力してそ

の子達を雇っているのですが、非常に優秀な生徒の

方々だと、コンピューターにデータ入力をさせれば

一般職員よりも遙かな能力を持ってそのことをやる。

私はそういう子ども達がいっぱいこの猿払村にも居

るだろうし、私達も私も含めてただ平均なのかもし

れない子ども達がやはり違うことには劣っているが、

違うことには長けているという子どもがたくさんい

る。それを発見してやるのが私達大人の仕事でもな

いのかなと、そういう意味ではやっぱり申し訳ない

のですが普通の教職員の方々でそこまでのケアが出

来るのかなと、やっぱりそういうのも見極めるのに

もやっぱり特別なそういう教育を受けてきた方々と

いうのは教育委員会なり村に必要ではないかと私は

考えます。教育長に前向きな答弁はいただいたので

すが、やはり具体的にみんな頑張ってやっているの

だ、努力しているのだ、前向きにこれからも善処し

てやるのだではなくて、具体的にやはりそのような



－11－ 

人を雇う、具体的な行動を起こす、具体的な施設を

作る、そのようなことが私はこの猿払村においても

もう必要な時期ではないかと思います。そのような

願いを込めながら私の質問を終わらさせていただき

ます。 

○議長（山須田清一君）：今の質問で答弁いいです

か。 

○議員（小山内浩一君）：はい。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それではお答えい

たします。 

 今「特別支援教育」を進めていく中で市町村の教

育委員会のことではないですけれども、市町村の役

割としてそういった状況をきちんと住民にも理解し

てもらう、周知するということがこれは求められて

いるところでございまして、これは逃げ隠れ出来な

いことでございます。そういった部分では去年１２

月の時もそうですけれども、今回の議会の中でも話

しあったということは、教育支援連携協議会の中で

もそういう声もありますと、また校長会何かでも色

んな中でそういう議会の中でも議論が交わされると

いうことは非常に心強く思っております。ただ今言

われましたとおり、その児童生徒がそれぞれに能力

とか可能性というのは持っていると思います。今、

小山内議員さんが色々と例を上げていったと思いま

すけれども、そういったものも伸ばしていくために

専門家の部分は必要だなと思っていますし、そのた

めに教育委員会の中にも専門家のチームを置きなさ

いという部分もあります。それについても今すぐと

いうことではないのですけれども、色んな審理の部

分も含めて前向きにやっぱり考えていくのが、その

ためには連携協議会の方で十分議論を深めていきた

いと思いますのでこのご質問を大事に受け止めなが

らこれからも協議会に図っていきたいと思いますの

で、時間を少しいただきたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：以上で一般質問を終結い

たします。 

  


